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老後の資金がありません !

企画・ プロデュース明石家さんま
× 原作西加奈子×アニメーション
制作 STUDIO4℃!
豪華声優陣が集結した感動の
ハートフルコメディ !!
愛情深い性格ゆえに、これまでの人生、ダメ
男ばかりを引き寄せては、何度もだまされ
てきた母・肉子ちゃん。とんでもなく豪快
で、子どもみたいに純粋な母に比べて、しっ
かりもので大人びた性格の小学5年の娘・
キクコ。ふたりは肉子ちゃんの恋が終わる
たびに各地を放浪し、北の漁港の町へと流
れ着く。漁港で途方にくれる母娘の胃を満
たしたのは、一軒の焼き肉屋「うをがし」の
焼肉だった。妻に先立たれ、店をたたもうと
していた店主・サッサンは、目の前に現れた
肉子ちゃんを"肉の神様"だと思い、「決して
おなかを壊さないこと」を条件に肉子ちゃ
んを雇いいれる。

DVD

監督 レイナルド・マーカス・グリーン

出演 ウィル・スミス、
アーンジャニュー・エリス、
サナイヤ・シドニー、
デミ・シングルトン

品番 1000815189

分数 144分

分数

バリアフリー字幕、バリアフリー音声ガイド
  

115 分

Ⓒ 2022 20th Century Studios.

ウエスト・サイド・ストーリー
夢や成功を求め、多くの移民たちが暮らすニューヨークの
ウエスト・サイド。だが、貧困や差別に不満を募らせた若者
たちは同胞の仲間と結束し、各チームの対立は激化して
いった。ある日、プエルトリコ系移民で構成された"シャー
クス"のリーダーを兄に持つマリアは、対立するヨーロッパ
系移民"ジェッツ"の元リーダーのトニーと出会い、一瞬で
惹かれあう。この禁断の愛が、多くの人々の運命を変えてい
くことも知らずに…。

監督 スティーブン・スピルバーグ

出演 アンセル・エルゴート、
レイチェル・ゼグラー、
アリアナ・デボーズ、
デヴィッド・アルヴァレス

品番

分数

DVD

Ⓒ 2021映画『老後の資金がありません！』製作委員会
Ⓒ 西加奈子/幻冬舎
Ⓒ 2022「漁港の肉子ちゃん」製作委員会

漁港の肉子ちゃん

人生100年時代、老後資金に
2000万円が必要！？主演・
天海祐希 現代日本が抱える家
庭のお金の問題に、普通の主婦
が立ち向かう！痛快！お金のコ
メディ・エンターテインメント！
主婦・後藤篤子は、困っていた。家計は妻に
任せきりの夫・章の給料と篤子がパートで稼
いだお金をやりくりして、フリーターの娘・
まゆみと、大学４年生の息子・勇人を育て上げ
た。節約をモットーに、自分に許した小さな贅
沢と言えば、月謝5000円のヨガ教室程度。憧
れのブランドバッグも我慢して、老後の資金
をコツコツと貯めてきた……はずなのに！

ワーナーブラザース映画UIP

DVD

監督 前田哲

出演 天海祐希、松重豊、友近、竜雷太

品番 TCED6282

分数 97分

監督 渡辺 歩

出演 （声）大竹しのぶ、Cocomi、花江夏樹

品番 YRBR91425

Ⓒ 2021, 2022 Paramount Pictures.

でっかくなっちゃった赤い子犬　
僕はクリフォード

DVD

Ⓒ 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. 
All rights reserved.

ドリーム・プラン

愛情の分だけでっかくなっちゃっ
た！？世界的児童文学の実写映画
化 真っ赤な子犬と孤独だった少
女の感動ストーリー

誰も信じなかった"常識破りの
計画"が世界を変えた、感動の
＜実話＞これは、単なるサクセ
ス・ストーリーではない
姉妹の実父、リチャードは彼女たちが生まれる
前にTVで優勝したテニスプレーヤーが4万ド
ルの小切手を受け取る姿を見て、「子どもを最
高のテニスプレーヤーにしよう！」と決意。テニ
ス未経験にも関わらず、独学でテニスの教育
法を研究し、78ページにも及ぶ成功への計画
書を作成。誰もが驚く常識破りの"ドリームプ
ラン"を実行した。ギャング蔓延るロサンゼル
ス郡南部・コンプトン市の公営のテニスコート
で、リチャードは途方もない苦難、周りから批判
を受けながらも、数々の問題を乗り越え、娘た
ちを史上最強のプロテニスプレイヤーに育て
上げていくー。

転校したエリート校に馴染めないエミリー。
母の出張中、叔父のケーシーが子守役として
やってくる。動物のレスキューイベントでか
わいい赤い子犬と出会ったエミリーは飼いた
いと願うが、ケーシーは認めてくれない。家に
帰るとなぜかその子犬はリュックの中に入っ
ており、一晩だけ一緒に過ごすことを許され
る。ところが、翌朝起きるとクリフォードと名
付けたその子犬はなんと3メートルを超える
大きさに成長、部屋を飛び出すと周囲を巻き
込む大騒動を引き起こし・・・

DVD
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※無断転載・複製を禁ず

Ⓒ 2022 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 
MARVEL and all related character names: Ⓒ & ™ 2022 MARVEL

モービウス
天才医師マイケル・モービウスは幼い頃から血液の難病を患っ
ていた。同じ病に苦しみ、兄弟のように育った親友マイロのため
にも治療法を見つけ出そうと、コウモリの血清を投与するという
危険な方法を試すことに―。彼の身体は驚くべき変化を遂げ、超
人的な筋力、スピード、飛行力に加え、周囲の状況を感知するレー
ダー能力まで手にするが、その代償として得たのが抑えきれない
"血への渇望"だった。人工血液を飲みながら、＜人間＞としての
意識を保とうとするマイケルの前に、生きるために血清を投与
してほしいと懇願するマイロが現れる。

DVD

Ⓒ 2021 Acme Holding Company, LLC. All Rights Reserved.

シャークストーム
カリフォルニアの美しい海岸地帯。ビーチハウスをレンタルし、
バカンスにやって来たレイシーたちサムソン一家。その夜、猛烈
な嵐が西海岸に襲来。凄まじい高波によってビーチハウスは破
壊され、レイシーたちはその中に閉じ込められてしまう。そして、
押し寄せる海水と共に、人喰いザメが家の中に侵入してきた！
必死でサメと戦うが、水位はどんどん上昇し、レイシーたちは２
階から屋根裏へと追いつめられてゆく。絶体絶命の危機を、彼ら
は切り抜けられるのか？

DVD

監督 ダニエル・エスピノーサ

出演 ジャレッド・レト、
マット・スミス、
アドリア・アルホナ、
ジャレッド・ハリス

品番 RDD81769

分数

（音声）1: 英、 2: 日
（字幕）1: 日、 2: 日バリアフリー、3: 英  　

104分

Ⓒ Haversack Films Limited 2021

オペレーション・ミンスミート 
―ナチを欺いた死体

1943年、打倒ナチスに燃えるイギリス軍はドイツ軍の防備に固
められたイタリア・シチリア島を攻略する計画を立てていた。そ
こで英国諜報部のモンターギュ少佐、チャムリー大尉、イアン・フ
レミング少佐らが練り上げたのが、欺瞞作戦"オペレーション・ミ
ンスミート"だ。"イギリス軍のギリシャ上陸計画"を示す偽造文
書を持たせた死体を地中海に流し、ヒトラーを騙そうとする奇策
だ。彼らは秘かに入手した死体を名付け、100%嘘のプロフィール
をでっち上げていく。こうしてヨーロッパ各国の二重三重スパイ
たちを巻き込む、一大騙し合い作戦が始まるが――。

監督 ジョン・マッデン

コリン・ファース、
マシュー・マクファディン、
ケリー・マクドナルド、
ペネロープ・ウィルトン

品番 GADR2509

分数

（音声）1: 英、 2: 日 
（字幕）1:日、 2:日デカ、3:吹替版

128分出演

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

アルバトロス（株）

DVD

Ⓒ VICOM INC.

日本列島列車大行進2022

日本各地で活躍する列車が続々登場する人気
シリーズ第31弾。全国の特急や新幹線、観光列車
の活躍を紹介する。京急 1000形 1891号編成、
京阪 3000系プレミアムカー、「36ぷらす3」など
の新しい車両や、3月に一夜限定で運行された
「流れ星新幹線」も登場。

分数 125分品番 GD9372

DVD

Ⓒ 2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会
Ⓒ 堀越耕平／集英社

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 
ワールド ヒーローズ ミッション

世界中の"個性"保持者の殲滅を目論む謎の組織・ヒューマライズ。
彼らが各国に仕掛けた、"個性"を暴走させ崩壊に導く爆弾<個性
因子誘発爆弾(イディオトリガーボム)>から人々を救うため、世
界選抜ヒーローチームが結成。世界各国のプロヒーローと、ヒーロー
事務所でインターン中だった雄英高校ヒーロー科の生徒たちが
招集され、各地で爆弾の回収任務にあたっていた。エンデヴァー
事務所でインターン中のデク・爆豪・轟の3人も、日本から遠く離
れた国<オセオン>で作戦行動中、ある事件に巻き込まれたデク
がなんと全国指名手配されてしまう !

出演

監督 品番 TDV31293R長崎健司

分数 104分

DVD

Ⓒ 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

ディア・エヴァン・ハンセン
エヴァン・ハンセンは学校に友達もなく、家族にも心を開けずに
いる。ある日彼は、自分宛てに書いた"Dear Evan Hansen（親愛
なるエヴァン・ハンセンへ）"から始まる手紙を、同級生のコナー
に持ち去られてしまう。それは誰にも見られたくないエヴァンの
「心の声」が書かれた手紙。後日、校長から呼び出されたエヴァン
は、コナーが自ら命を絶った事を知らされる。悲しみに暮れるコ
ナーの両親は、彼が持っていた〈手紙〉を見つけ、息子とエヴァンが
親友だったと思い込む。彼らをこれ以上苦しめたくないエヴァン
は、思わず話を合わせてしまう。

監督 スティーヴン・チョボスキー

ベン・プラット、
ケイトリン・デヴァー、
ジュリアン・ムーア

出演

品番 GNBR9000

分数 138分

DVD

Ⓒ のりものまんプロジェクト

のりものまん
モービルランドのカークン／カークンのなかまたち

E テレで放送中の「のりものまん モービルランドのカー
クン」からカークンと仲間たちの出会いのエピソードを
中心に10話セレクション収録。映像特典として実写の乗
り物紹介作品収録。「モービルランド」はのりものたちが
暮らす島。島にやってきたカークンは「おとどけや」を始
めます。色々なのりものたちに、荷物をとどけます。

監督 佐々木忍 品番 ANLB12861

分数 100分出演 （声）高垣彩陽、
丸山有香、間島淳司　

DVD

WEST SIDE STORY Dear Evan Hansen

UIP

東宝

ビコム

ウォルト・ディズニー・ジャパン

ユニバーサルミュージック BBB

約157分

VWDRA7364

（音声）1: 英、 2: 日
（字幕）1: 日、 2: 英、3: 吹替版 （音声）1: 英、 2: 日  

（字幕）1: 英、 2: 日

（声）山下大輝、岡本信彦、
梶裕貴、稲田徹

出演

監督 品番

分数

ALBSD2627

87分

（音声）1: 英 、 2: 日 
（字幕）1:日デカ 

ジョーイ・ローレンス、
ジェニファー・フィールド、
アンディ・ラウアー、
ブレット・ハーグレイブ

ジャレット・コーン

KING RICHARDClifford the Big Red Dog (2021)

監督 ウォルト・ベッカー

出演 ダービー・キャンプ、
ジャック・ホワイトホール、
アイザック・ワン、トニー・ヘイル

品番 PJBR1810

分数

（音声）1: 英 、 2: 日  （字幕）1: 英 、2: 日
（音声）1: 英、 2: 日
（字幕）1: 日、 2: 英、3: 吹替版

96分

バリアフリー字幕、
バリアフリー音声ガイド

Operation Mincemeat

Morbius

SWIM

アニプレックス

GAGA（株）


